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キャリアデザインサポートシステム 

について 

 

 平成２３年後期から、キャンパス情報システム

から分離したキャリアデザインサポートシステム

（CDSS）が稼働しています。 

このシステムは、就職活動を支援するために利

用され、キャリア支援機能として、ポートフォリ

オシステム（PF 面談）およびキャリア講座受講

記録、業界研究・自己 PR・自己紹介等の各種シ

ートが用意されています。さらに平成２４年後期

からは企業情報、求人情報に関する支援機能が追

加されました。 

今後、必要に応じ就職支援に係わる機能を追加

して、このシステムで就職に係わる情報を一元的

に扱って行く予定です。 

以下、操作について説明します。 

 

 

① ログイン方法 

ブラウザを起動し、キャリアデザインサポート

システムのＵＲＬを入力します。 

 ＵRL : https://cdss.hus.ac.jp   

 このシステムへのアクセス方法としては、上

記ＵＲＬを入力するか、本学ホームページの「在

学生の方へ」の「情報サイトの活用について」と

HUS ナビの「学内情報サイト」へリンクを追加

していますので、どちらかでアクセスすることに

なります。 

「Login」に電子メール利用カードのログイン名

を入力し、「Password」には、電子メール利用

カードのパスワードを入力して「Login」ボタン

をクリックしてください。 

 

 

 

 ログイン後のウィンドウには、「学生基本デー

タ」が表示され、タブには、「学生基本データ」等

稼働中のシートが表示されています。 

 

 

② ログアウト方法 

終了する場合は、右上の「ログアウト」をクリ

ックしてください。 

 

 

 

③ 学生基本データ 

「学生基本データ」では、学籍簿、学業成績表、

適性検査結果の「外部参照リンク」をクリックす

ると別ウィンドウで PDF が表示されます。 

 

 【学籍簿】     【学業成績表】 

 

 

 

 

 

 

 【適性検査結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ PF 面談記録 

PF 面談記録を新規入力する 

タブの「PF面談」をクリックすると、PF面談

画面が表示され、記録の参照・入力・編集・削除

ができます。 

検査を受けていない

学生の適性検査結果

PDF は「ファイルがあ

りません」と表示され

ます。 
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PF 面談を作成する場合は、「新規作成」をクリ

ックします。 

 

PF 面談入力枠が表示され、日付、種別、内容

を入力し、「作成」をクリックします。 

  
 

  
 

 

新しい記録が追加されました。 

 

 

PF 面談記録を編集する 

既にある記録を編集するには、該当の記録の右

側にある「編集」をクリックします。 

 

 

編集後に「更新」をクリックします。 

 

※ 入力者以外は編集できません。 

※ 日付も編集日に修正するようにしてくださ

い。 

 

PF 面談記録を削除する 

入力済みの記録を削除するには、該当記録の右

側にある「削除」をクリックします。 

 

 

削除されました。 

 

※ 入力者以外は削除できません。 

 

 

削除確認のウィンドウがポ
ップアップしますので、「OK」
をクリックしてください。 
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PF 面談記録の種別表示を変更する 

表示されている種別は、「すべて」となっていま

すが、表示する種別を選択することができます。 

 

「すべて」のプルダウンメニューをクリックす

ると選択可能な種別が表示されます。 

 

種別を選択し、「種別変更」ボタンをクリックす

ると、選んだ種別のみが表示されます。 

 

※ すべての表示に戻す場合は、再び「すべて」

を選択し、「種別変更」ボタンをクリックし

てください。 

 

PF 面談記録の表示順序を変更する 

表示されている記録の表示順序は、「日付」、「種

別」、「内容」で昇順・降順に表示を変更すること

ができます。最初は、「日付」の降順で表示されて

います。 

 

 「日付」の横にある「▼」あるいは「▲」をク

リックすると、昇順・降順で並べ替えができます。 

 

 同様に「種別」「内容」でも表示順序を昇順・降

順に変更することができます。 

 

 

 

 

 

⑤ キャリア講座受講記録 

 タブの「キャリア講座受講記録」をクリックす

ると、過去に受講したキャリア講座の受講状況、

SPI 対策模擬試験の結果等が表示されます。 

 
 

 

⑥ 各種シート 

 「各種シート」では、業界研究、企業研究等の

タブをクリックすると、それぞれのシートが表示

されます。 

 

 業界研究：世の中にある業界・企業がどのよう 

企業研究 な事業を行っているのか、良い点・

問題点は何か等を理解するのが業

界・企業研究です。この研究が志望

動機につながります。 

      インターネット、就職情報誌、新聞、
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企業見学等を活用してより多くの業

界・企業を研究し、自分のやりたい

仕事を見つけるのに活用してくださ

い。 

 自己分析：自己分析とは、自分がどのような人 

・PR   間なのか、やりたいことは何なのか

を見つけ出すことです。 

過去を振り返り、現在の自分、未来

の自分を考え見つめ直すことが就職

活動の始まりとなります。 

      このシートでは自己分析を元に、自

己ＰＲを項目ごとに作成します。 

履 歴 書：このシートは、本番の履歴書に記載

する基本情報を入力します。現住所

や学歴・職歴、資格・免許・賞等を

記入しましょう。 

自己紹介書：自己分析・PR を基に、志望する企

業単位で自己紹介書を作成しまし

ょう。 

      自己紹介書の内容について面接で質

問される場合がありますので、きち

んと回答できるよう準備しておきま

しょう。 

 ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ：エントリーシートで応募する場合に

使用します。「自己紹介書」と同じく

企業単位で作成しましょう。 

※現在テンプレートは用意されてい

ません。 

 小 論 文：応募書類および選考試験で必要とな

る場合がありますので、練習用に使

用してください。 

※現在テンプレートは用意されてい

ません。 

 そ の 他：上記に該当しない項目で、就職活動

に必要な項目があった場合に使用し

てください。 

※現在「入社試験内容報告書」のテ

ンプレートが用意されています。 

P５⑦「提出シート」、P9「テン

プレートを使用して入社試験報

告をする」を参照してください。 

 

 各種テンプレートを取得する 

各シートのタブをクリックすると、それぞれの

シートのテンプレートが表示されます。 

使用するテンプレートのボタンをクリックし、

一度パソコンにダウンロードしてから使用してく

ださい。 

 

 

 

データファイルを登録する 

 作成したデータファイルを登録するには、「ワー

クシート」の「新規作成」をクリックします。 

 

 「ワークシート」の「名称」に業界研究なら業

界名、企業研究なら企業名等を入力し、「作成」を

入力します。 

 
 

次に「シート・コメント登録」をクリックしま

す。 

 

 

「コメント」欄に教員に伝えたいことを入力しま

す。 

「参照」をクリックし、登録したいファイルを指

定します。 

最後に「作成」をクリックします。 

 

 

 

ファイルダウンロードの

ウィンドウがポップアッ

プしますので、「保存」を

クリックし、パソコンに

保存してください。 
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登録されました。 

 

 

登録したファイルを確認する 

 「更新履歴数」の数字をクリックします。 

 

「登録日時」「登録者」「コメント」「登録ファイル」

が表示されます。 

また、「登録ファイル」のファイル名をクリックす

ると、登録したファイルを確認できます。 

 

 

登録したファイルを編集する 

 登録済みのファイルを編集するには、該当デー

タの右側にある「編集」をクリックします。 

 

 コメントの編集や登録ファイルの削除または置

換ができます。 

 

編集後に「更新」をクリックします。 

※ ファイルを編集する場合は、一度パソコン

にダウンロードしてください。 

※ 入力者以外は編集できません。 

 

登録したファイルを削除する 

 登録済みのファイルを削除するには、該当デー

タの右側にある「削除」をクリックします。 

 

 

 

 

削除されました。 

 
※ 入力者以外は削除できません。 

 

 

⑦ 提出シート 

 「提出シート」では、入社試験内容報告書等を

就職支援課に提出することができます。 

 
 

各種テンプレートを取得する 

 前項の「各種テンプレートを取得する」で説明

しました「各種シート」のその他にテンプレート

が登録されていますので、一度パソコンにダウン

ロードしてから使用してください。 

 

データファイルを登録する 

作成したデータファイルを登録するには、「ファ

イル登録」をクリックします。 

 

「会社名」に会社名を入力します。 

「参照」をクリックし、登録したいファイルを

指定します。 

最後に「登録」をクリックします。 

 

登録されました。 

 
 

登録したファイルを確認する 

「登録ファイル」のファイル名をクリックする

と、登録したファイルを確認できます。 

 
 

登録したファイルを編集する 

 登録済みのファイルを編集するには、該当デー

タの右側にある「編集」をクリックします。 

 
会社名の編集や登録ファイルの削除または置換が

できます。 

 

 

削除確認のウィンドウがポ
ップアップしますので、「OK」
をクリックしてください。 
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編集後に「登録」をクリックします。 

※ ファイルを編集する場合は、一度パソコン

にダウンロードしてください。 

 

登録したファイルを削除する 

 登録済みのファイルを削除するには、該当デー

タの右側にある「削除」をクリックします。 

 
 

 

 

削除されました。 

 

 

 

⑧ 進路希望登録をする 

 各画面から右上の「個人設定」をクリックし、

「進路希望登録」画面を表示します。 

 
 

進路希望の入力 

進路希望について入力（チェック）してから「登

録する」をクリックします。① 

進路希望は、就職だけではなく進学や留学なども

入力してください。 

 

登録が完了すると、 

「登録済みです（2012/11/1３ …）」のような 

メッセージが表示されます。 

 
 

※ 後日登録内容を変更する場合は、再度希望

進路を入力（チェック）し、最下行にある

「条件保存」をクリックすることで、変更

内容が登録されます。 

 

 

希望する業種・職種・勤務地を入力する 

職業安定法により「就職」希望の場合は登録が

必要となります。 

「就職支援サービスを利用しますか」では「はい」

をチェックし、条件入力画面から希望する業種・

職種・勤務地を選択入力してください。 

※ 業種と職種の組合せは、最大３パターンま

で可能です。（次ページ②） 

各パターンの業種１～３と職種１～３の

関係は、各々を選択入力した場合「業種１

または業種２または業種 3」で、かつ「職

種１または職種２または職種 3」の組合せ

となります。 

また各パターンは、「パターン１またはパ

ターン２またはパターン 3」で結ばれます。 

業種、職種の全ての希望欄を埋める必要はあり

ません。 

業種を一つだけあるいは職種を一つだけ入力して

も構いません。 

削除確認のウィンドウがポ
ップアップしますので、「OK」
をクリックしてください。 

① 
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タグを入力する 

タグ記入欄に、次行に表示されているタグ名を

選択入力すると、予めそのタグが付記されている

求人情報がメール配信希望の場合送信されます。 

タグは半角スペースを間に入れて複数入力できま

す。 

 

 

メール配信希望をチェックする 

「新着希望条件マッチメールを送信します

か?」で「はい」を選択すると、１日１回、ある

いは 2～3 日に 1 回、または週に１回希望条件に

マッチした新着求人のお知らせがメールで送信さ

れます。 

 

最後に必ず「条件保存」をクリックして保存終

了します。 

 

 

 

⑨ 企業情報シート 

企業情報を参照する 

「企業情報」タブをクリックすることで企業情

報画面を表示できます。 

登録されているすべての企業情報が一覧で表示さ

れます。 

青字で表示されている企業では、企業名をクリ

ックするとその企業のＨＰに移行します。 

倒産した企業は網かけで表示されています。 

左下に対象となるデータの総数の表示と、表示デ

ータが１画面におさまらない場合には、右下にペ

ージ番号とそのページへジャンプするリンクがあ

ります。 

 
 

並べ替えをする 

各々の項目名をクリックすると、昇順・降順で

データの表示順を切り替えることができます。 

 
 

企業検索をする 

企業情報はさまざまな条件で表示を切り替える

ことができます。 

画面右上の「検索」をクリックすることで検索条

件メニューが表示されます。 

 

各項目に対する条件を指定して「検索」（①）

ボタンをクリックすることで、その条件にマッチ

する企業が表示されます。解除するときは右上の

「×」をクリックします（②）。 

② 
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タグによる絞込み 

上部には登録されている「タグ」名称の一覧が

表示されます（①）。それぞれのタグ名称をクリッ

クすることでそのタグがセットされた企業のみを

表示することができます。 

「クリア」（②）をクリックすると、タグの指定

が解除されてもとの画面にもどります。 

（タグは企業や求人に対して任意の文字列を付加

することで、キーワードによってさまざまな分類

を可能とする情報です。） 

 

※ タグ名称「建」で絞り込んだ例 

 

 

企業データを参照する 

企業データの右欄の「表示」をクリックすると、

企業情報の詳細が表示されます。 

参照したい企業を検索することでその企業のデー

タを参照することができます。 

 

企業データが表示されました。 

解除するときは右上の「×」をクリックします。 

 
 

OB の有無を調べる 

企業データの「卒業生」項目にはその企業に現

在所属している卒業生の人数が表示されています。

卒業生が1人以上いる場合にはその数字をクリッ

クすると（①）、企業情報の直下に卒業生の一覧が

表示されます。（卒業生の氏名は表示されません） 

参照したい企業を検索することでＯＢの有無を調

べることができます。 

解除するときは右上の「×」をクリックします。

（②） 

 

 

入社試験報告を参照する 

入社試験報告は学生が実際に受験した入社試験

について大学に報告した情報で、後輩のために

CDSS 上に公開されます。 

「入社試験報告」項目には、すでにその企業の入

社試験報告が 1 件以上ある場合にはその件数が、

ない場合には「-」（ハイフン）が表示されます。 

数字がある場合、その数字をクリック（①）する

ことで入社試験報告の一覧画面が表示されます。

参照したい企業を検索することで入社試験報告を

参照することができます。 

 

 

① 

② 

① 
② 

① ② 

①   
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入社試験報告を入力する  

入社試験報告は実際に受験した企業の入社試験

について就職活動の参考資料として後輩たちに公

開しますので、有効な情報を記入してください。 

受験した企業を検索し表示します。 

画面右上の「検索」をクリックします。 

 

検索画面が表示されます。企業名あるいは企業

コードを入力し「検索」をクリックすると該当の

企業が表示されます。 

 

 

 

すでにその企業の「入社試験報告」がある場合

にはその数字を、ない場合には「-」（ハイフン）

をクリックし（①）、いずれも「新規作成」をク

リックします。（②） 

 
入力画面が表示されました。入社試験報告を入

力した後「作成」（③）をクリックすることで完了

となります。（氏名は本人以外の学生には表示され

ません。） 

右上の「×」をクリックし画面を閉じます。（④） 

 

テンプレートを利用して入社試験報告を

する 

「テンプレートダウンロード」（①）をクリック

し所定の報告書様式を利用することも可能です。 

※報告内容に図や式などがあり、手書きによる報

告書作成となる場合は就職支援課に提出してくだ

さい。 

 

※ 「入社試験報告書」は「各種シート」の「そ

の他」からでもダウンロードができます。 

P４参照 

 

 

面談／訪問記録を参照する 

面談／訪問記録は教職員が企業と行った面談や

訪問内容についての情報です。 

「面談／訪問記録」項目には、すでにその企業の

面談／訪問記録が1件以上ある場合にはその件数

が、ない場合には「-」（ハイフン）が表示されま

す。 

面談／訪問記録を参照したい企業を、「検索」をク

リックし表示します。 

 

表示された検索画面で、企業名あるいは企業コ

ードを入力し「検索」をクリックして該当の企業

を表示します。 

 

 ～ 

～ 

①   

②   

④   

③ 

①   
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該当企業の面談／訪問記録欄に数字がある場合

はその数字をクリック（①）することで面談／訪

問記録の一覧画面が表示されます。 

解除するときは右上の「×」をクリックします。

（②） 

 

 

 

⑩ 求人情報シート 

求人情報を参照する 

「求人情報」タブをクリックすることで、求人

情報画面を表示できます。 

登録されているすべての求人情報が表示されます。 

左下に対象となるデータの総数の表示と、表示デ

ータが１画面におさまらない場合には、右下にペ

ージ番号とそのページへジャンプするリンクがあ

ります。 

 
 

表示年度を切り替える 

表示画面の採用年度切り替えにより該当年度の

求人情報を表示することができます。 

（※例えば、採用年度 2014 とは、2014 年 3

月卒業者が対象であることを示します。） 

 

※ 「検索」により表示された求人情報画面か

らでも採用年度の選択ができます。 

 

各々の項目名をクリックすると、昇順・降順で

データの表示順を切り替えることができます。 

 

 

希望する企業の求人情報・公務員等試験

関係情報を参照する 

希望する企業を検索します。 

画面右上の「検索」をクリックします。 

※公務員等試験関係の情報は画面右上の「公務員

等試験関係」をクリックすると関連ページにジャ

ンプします。 

 

表示された検索画面で、募集学科あるいは勤務

地など各項目に対する条件を指定して「検索」ボ

タンをクリックすると、その条件にマッチする求

人が表示されます。 

 
 

 
 

 

 

～ 

①   ②   
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参照したい企業の「表示」をクリックします。 

 
 

求人情報が表示されました。 

解除するときは右上の「×」をクリックします。 

  

 

タグによる絞込 

上部には登録されている「タグ」名称の一覧が

表示されます（①）。それぞれのタグ名称をクリッ

クすることでそのタグがセットされた求人のみを

表示することができます。 

「クリア」（②）をクリックすると、タグの指定が

解除されてすべて表示されます。 

 

※ タグ名称「建」で絞り込んだ例 

 
 

希望する企業の求人票を参照する 

参照したい企業を検索します。 

画面右上の「検索」をクリックします。 

 

 

表示された検索画面で、企業名あるいは企業コ

ードなどを指定し「検索」（①）ボタンをクリック

して希望の企業を選択します。 

次に求人データの右欄の「求人票表示」（②）をク

リックします。 

 
 

求人票ファイル(PDF)が表示され、印刷あるい

はファイル保存ができます。 

 

 

 

 

 
 

①   ②   

①   ②   


